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2013～14年度 北川会長テーマ 

『 自 他 敬 愛 』 
 ～より愛情に満ちた思いやりのある奉仕活動を!!～  

第１８７６回 例会プログラム 

２０１３年８月２８日（水）くずはゴルフ場 

●１２：４０開会点鐘 
●友情と親睦の握手 

●ロータリーソング 
「それでこそロータリー」 

●お客様紹介 

●会長の時間 

●幹事報告 
●委員会報告 
・出席状況報告 

・40周年実行委員会 

●３分間スピーチ 

  中谷 賀久 会員 

●卓話 山口 尚志  会員   

●その他 
 ・ニコニコBOX報告 
●１３：３０閉会の点鐘 

●本日の会合 

＜40周年実行委員会＞ 

今中、北村、中野、宮田、山中

小北、山口尚志、國田、北川 

原田、日野、岡山、源本、畠仲

初木、多田、川島 

 

 9/1 
(日) 

・第7回くずはRC杯枚

方少年野球ジュニア

大会開会式 

9/4 
(水) 

・卓話  

 木﨑信也委員長 

・定例理事会 

9/11 
(水) 

・卓話 

 林宏毅会員 

9/4日 岩本昌治会員 

11日 上野 徹 会員 

18日 上山芳次会員 

25日 ― 

今日の歌 
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「それでこそロータリー」 
 

どこで会っても 

やあと言おうよ 

 見つけた時にゃ 

おいと呼ぼうよ 

遠い時には 

手を振り合おうよ 

 それでこそ 

ローローロータリー 

今月の予定 

３分間スピーチ 

 

＊片桐 公秀 会員 ５３才 

＊事 業 所 片桐工業株式会社 代表取締役 

＊事業所住所  京都府八幡市内里柿谷39-6 
＊職業分類  鉄筋工事業 

＊推 薦 者 原田 武夫 会員 

  入 会 式 

 北川会長より「入会の証」、「ロータリーバッジ」が授与されまし

た。片桐新会員は「再入会の好機をいただき光栄です。ご指導ご

鞭撻下さいますようよろしくお願いします」とご挨拶されました。 



北川順清会長 

 先週は夏休みで事務局も少しゆっくりと出来ましたが、この暑さであり

ます。連日の35度以上猛暑日、40度近い日もありましたが、皆様方に

は如何お過ごしされましたでしょうか。会長という重責を担い、いろいろ

と戸惑いながらも漸く1ヶ月半、何とか過ごすことが出来ました。皆様か

ら賜りましたご協力に感謝致しております。この後も何卒ご支援ご協力

をお願い致します。 

 今月は会員増強および拡大月間でありますが、7月に入会されました

中谷靜雄会員と共に入会の承認を戴いておりました片桐公秀さんが今

日より入会されます。私の65歳の誕生日と合わせて大変うれしい例会

日となりました。後ほど入会式を執り行います。例会後には、オリエン

テーションを中谷・片桐両会員に受けて戴きますが、これからのご活躍

を期待します。これで54名の会員数となりました。55名以上のクラブを

目指していますので、これからも会員増強にご協力下さい。 

 さて、9月に入りますと数多くの事業を展開します。最初は、9月1日

（日）第7回くずはロータリークラブ杯・枚方少年野球ジュニア大会の開

会式を、枚方市総合体育館陸上競技場で行います。全国高校野球大

会の準決勝が今日行われ大詰を迎えていますが、今年も数多くの感動

を与えてくれました。その可愛い卵たちの大会であります、皆様方多数

の出席をもって開会式を盛り上げて戴きたく宜しくお願いします。 

 そして9月9日～10日と、今年度も東北支援事業として気仙沼へ行き

ます。高島直前会長・畠仲前幹事も昨年度に続きまして参加協力戴き

ます。しっかりと引継ぎ、ロータリーの友情と絆を深めて来たいと思って

います。又、40周年実行委員会でも記念事業に東北支援を特別事業と

して取り組まれますが、我がクラブからの提案事項等も含め、協議して

まいります。帰りましたら担当委員長と私からも逐一報告します。 

 その他、交通安全週間に伴うパレード．くずは駅前キャンペーンへの

参加協力、献血活動、子供交通安全啓蒙活動としまして地区補助金を

活用し購入しました「飛び出し注意」看板とLED誘導灯の寄贈式などを

予定しています。 

 その都度、案内協力や出席依頼がありますが、宜しくお願い申しあげ

まして会長の時間とします。 

【会長の時間】 

 

 第７回くずはロータリークラブ杯・枚方少年野球ジュニア大会 開会式  

                                   ２０１３年９月１日（日） 

                                    於：枚方総合体育館 陸上競技場10時～ 

   今年も多数のチームが参加されますので会員の皆様ご出席よろしくお願いいたします。 

                                 スタッフポロシャツ着用  



【３分間スピーチ】 

 嶋田 愛親 会員 

１、東北地方震災見舞いの訪問クラブ先 

２、気仙沼地区の人口世帯数 

３、協力支援金の協力依頼 

 

 ＊「続・気仙沼RCへメークアックにいこう！」 

 ＊2013年9月9日(月)～10日(火) 
 ＊気仙沼RC例会に出席 参加者18名 

  

○安全性優良事業所とは 

 荷主企業がより安全性の高いトラック運送事業者を選びやすくするため

に、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関（社団法人トラック協会）

が厳しい評価をし認定した事業所です。 

 安全性優良事業所の認定の対象となるのは、会社単位ではなく事業

所単位です。現在全国で11,276事業所（H21年3月現在）のトラックが安

全性優良事業所のシンボルマーク「G」マークをつけて走っています。認

定の有効期間は2年から最長4年間。「安全性に対する法令の遵守状

況」「事故や違反の状況」「安全に対する取り組みや積極性」の３つの

テーマに計３８の評価項目が設けられています。評価点数１００点並びに

満点中８０点以上並びに他の認定要件をクリアした事業所が安全性優良

事業所として認定されます。 

〇運輸事業におけるグリーン経営承認制度 

 ■グリーン経営 

 ①グリーン経営の意味 

  環境に配慮した経営であり、企業の社会的責任として環境問題にも 

  経営の一つとして取り組んでいくことです。 

 ②グリーン経営の位置づけ 

  ※ISO１４００１（環境マネジメントシステムに関する国際規格）認証の 

  取得が難しい事業者にも容易に環境保全を進めていくためです。 

   ※ISO14001は経済的、人的負担が大きく（認証費用は審査登録機関への 

     申請費用やコンサルタント費用等の直接費用だけでもおよそ300万円程 

     度必要）、中小企業の事業者にとって認証取得は容易ではありません。 

【卓 話】 白井 博巳 会員 

ロータリーの新ウェブサイトについて (New Rotary Website) 
 ロータリーではこれまで約2年間にわたり、新ウェブサイト構築の準備を行ってまいりましたが、8月26日、

正式に新ウェブサイト（登録者専用と一般向け）が公開されることとなりました。ロータリーのリーダーである

皆さまには、新ウェブサイトの機能をご理解いただき、利用を推進していただけますようお願い申し上げます。

新ウェブサイトは、登録者専用サイトと、一般向けのサイトの2つに分かれています。主要な機能は次回の週報で

お知らせいたします。        http://www.rotary.org/myrotary/ja/user/location-language 

 白井 博巳 会員 



ニコニコ箱 合計\20,000 累計 ￥273,775 

ニコニコ箱メッセージ（敬称略・順不同） 

＊8/7卓話をさせて頂いた喜びに    粟津直晶 

＊新会員さんを迎えたよろこびに    畠仲  聡 

＊片桐会員の入会を祝して        北村  隆 

＊片桐さんの入会を祝して        藤原和彦 

＊美味しいご飯を頂きました。入会記念の 

 土がまで頂きました。ありがとうございました。 

                         山中  卓 

○本日の配布物 

①８月２８日週報 

○本日の回覧版 

①東北支援募金箱 

②くずはRC杯枚方少年野球ｼﾞｭﾆｱ大会開会式 

  出欠表 

○地区行事等出席報告 

8/22 枚方市民ﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌ実行委員会  山中 

8/27 ５RCゴルフ大会打合せ会  米田、日野 

○地区行事等出席予定             

8/31地区財団セミナー        北川、國田 

9/7職業奉仕委員会正副委員長会議    米田 

9/14 青少年奉仕RAC委員長会議    木﨑 

9/25 IM担当者会議                         嶋田 

大阪府枚方市楠葉花園町14-2 
樟葉パブリックゴルフ クラブハウス２Ｆ 

電話 ０７２-８５５－５１２５ 
FAX ０７２-８５５－５１８０ 

Email: kuzuha-rc@kcat.zaq.ne.jp 
URL:http://www.kcat.zaq.ne.jp/kuzuha-rc/ 

 
 

    国際ロータリー 第2660地区 
   創立：1974年5月30日 承認：1974年6月25日 
        クラブ名称変更承認：2005年6月  6日 
         会   長  北川 順清    
         広報委員長  山本 一郎 
 

KUZUHA ROTARY CLUB 発 行 

 

 

２０１３年９月の 

 ロータリーレート １＄＝１００円 

 

 

 

 

フレデリック・ショパン(1809-1849)  
 天才ショパンのお墓参りに行って来た。 

お墓の前は大勢の人でごったがえしていた。次から次へとお

花を持ってお参りに来られていた。霊園内を歩いていると、

ショパンの墓はどこですか？と質問され、私が案内した人達

が3件もいた。お墓の場所が少しわかりにくいが、辿り着く

とホッとしてしまいました。 

 40歳で若死にしたショパン。ショパンのお墓はフランス・

パリのペールラシューズ墓地にあるが、ポーランド出身の

ショパンの遺体は返されず、心臓だけ、ワルシャワに返され

た。なんだか複雑な話だが、天才の取り合いをしたわけだ。

心臓はポーランドだが、ショパンには安らかに眠ってほし

い。 

 広報委員長ヤマモトの世界話シリーズ その５ 

第１８７５回例会出席報告（８月２１日） 

総会員数 出席者 出席率 

５４名 ３２名 ６５．３１％ 

第１８７２回 例会補正後 出席率74.00％ 

   メーク 2名  欠席 13名   除外 3名 


